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皆様のお陰をもちまして開校10周年を迎えることができました。
これまでのご支援、ご愛顧に心より感謝申し上げます。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
アクトインターナショナルスクール 講師・スタッフ一同
MAIN NEWS

アクトインターナショナルスクール10周年記念特別公演会

一噌幸弘の世界と香りのコラボレーション

“響き”〜HIBIKI〜

2月12日（土）静岡浮月楼にてアクト10周年記念イベ
ント「響き」が開催されました。
開会宣言後、理事長がこの10年を振り返り、ご関係の皆
さまやご来場の皆さまに感謝の言葉を述べ、その後ご来
賓の平野雅彦先生（静岡大学客員教授）より温かいお言
葉とご挨拶をいただきました。
そして、昨年多くの方にご応募いただきましたアクトの
香りの表彰式に移りました。
（詳しくは2面をご覧ください）
短い休憩の間に開場の香りは校長先生の創香しました
“響き”の香りに変わり、一噌幸弘氏と壷井彰久氏の演
奏が始まりました。
演奏いただいた曲は、古典からバッハの組曲をアレンジ
したもの、お二人のオリジナル曲など、その曲風の幅の
広さに驚いたり、感心したり…。
曲の間は一噌さんと壷井さんお二人の外見と演奏からは
想像できない軽妙なジョークのやり取りに、会場はとて
も和んだ雰囲気でした。
曲の素晴らしさに感動したご来場の皆さまからは自然に
アンコールの拍手が鳴り続け、それに気持ち良く応えて
下さった演奏家のお二人。記念公演会に相応しいとても
楽しい一時でした。
アクトインターナショナルスクールは多くの皆さま、生徒さんに支え
られてきました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

“響き”の香り

校長 太田奈月

今回、一噌さんの音楽と香りのコラボレーションをさ
せていただくにあたり、様々な想いを巡らせました。
浮かんできたイメージは「絶対的ノスタルジー」。
個人の人生の過去ではなく、人類として、個体として、
生物としての過去、真にふりかえるべき魂の過去。
私達が今生きている現在、無意識のまま向かっている
未来、なんとなく振り返る過去とは次元が違うところ
に存在している世界。
その「絶対的ノスタルジー」の世界と現実とを繋ぐ橋
をかけてくれるのが魂に響く一噌さんの音楽であり、
それを香りでサポートできたら
…という思いから香りを創造し
ました。
「絶対的ノスタルジー」の世界
に辿りついた時、私達が向かう
べき真の未来が見えてくる…
そんな幻想的なひと時を皆さまと
一緒に体験できましたことを心から
感謝しております。
香りのrecipe
トップノート 今私たちが生きている世界
なんとなく振り返る過去 マンダリン・レッド
なんとなく生きる現在
オレンジスイート
なんとなく向かう未来
ライム
ベースノート 絶対的ノスタルジー
守るべき伝統
ビャクダン
振り返るべきできごと シダーウッド
迷いのなさ
サイプレス
原風景（日本人が共通して持つ懐かしさ） 柚子
大切にしているもの
ベルガモット
ミドルノート
次元をつなぐ橋
真の未来・開ける道

ユーカリグロブルス
ラバンジン・スーパー
月桂樹

Topics

Act aroma award 2011 優秀作品のご紹介
１０周年を記念して開催したアロマブレンドオイルコ
ンテスト「アクトアロマアワード２０１１」。
アロマ空間演出を学んだ生徒から応募された多数の作
品から、特に優秀と認められた３作品を選出させてい
ただきました。
テーマは「アクトインターナショナルスクール」の香
り。アクトの雰囲気、目指す人材像等々、様々な角度
から自由な発想で創造された香りをご紹介致します。
スクールに展示してございますので、是非香りをご体
験下さいませ。
テーマ：アクトインターナショナルスクールの香り
材 料：天然エッセンシャルオイルのみ
審 査：香り/タイトルとコメント（作品のコンセプト）

最優秀賞
Hommage（オマージュ）
山下俊彦

知的でエレガント、多様な趣味とエネルギッ
シュな行動力、旺盛な好奇心。
そんな女性をイメージしました。
ローズゼラニウム／真性ラベンダー／カルダモン
ジャスミンアブソリュート／サンダルウッド／
柚子
昨年来日公演があったキースジャレット＆チャー
リーヘイデンが３年ぶりにリリースしたアルバム
「jasmine」を聞いていた時にインスパイアされて
創った香りです。「あなたの妻や夫、あるいは恋
人と、夜遅くに座って一緒に聞いて欲しい。これ
らは偉大なラブソングだ」というキースのメッ
セージから、仕事も家事も育児もすべてをバリバ
リこなす現代女性へのオマージュとしてお送りし
ます。

優秀賞
美・revolution2011
杉本 美夏

優秀賞
輪花（りんか）
三枝 千津子

女性の夢と仕事を応援してきたアクトが、女性の
「美」を革命的に推進していくパワーを香りで表現し
ました。
オレンジ／ゼラニウム／イランイラン／ユーカリ
カモミールローマン／フランキンセンス
ローズマリー／シダーウッド／サイプレス

咲き誇る大きな花々、大木の根、幹、葉、花、実をイ
メージした甘くスパイシーな香り。

フランスで１人の女性がヨーロッパのジャムの歴史を
変えた革命的な「コンフィチュール」を確立させたよ
うに、10周年を迎えたアクトが女性の「美」を革命的
に推進していくパワーを香りで表現したいと思いまし
た。日の出の太陽光が発する生命力溢れる情熱の
「ゴールデンレッド」をイメージカラーに、生徒の若
いエネルギーや希望に満ちた明るさ、学校の格調や包
容力、学んだ後に与えられる自信と勇気、未来への夢
を精油に託しました。

美しく大きな二輪の花がブレンドされて結び目（絆）
をつくり、その結び目が鎖になり、網目になり、そこ
にたくさんの小さな花が集まってやがて木になる。
10年後に百花繚乱、美を織りなす唯一無二の大木に
なって蕾を付けては咲き誇り、たくさんの実をつける。
アクトインターナショナルに持っているそんなイメー
ジをスパイシーで個性的な香りにまとめました。

オレンジスイート／サイプレス／ネロリナ／バジル
サンダルウッド／ラベンダー／イランイラン／レモン
ベンゾイン／クローブ／ベチバー

News

理事長の本が出版されました！
「仕事だけじゃイヤ！」「でも家庭だけに収まるのもイヤ！」
そんなワガママを叶えてくれる方法を教えます！

女性が幸せになるためのゼロから始める

サロンしたたか開業術

（ＢＡＢジャパン・1300円＋税）

理事長・太田めぐみ初の商業出版！女性が幸せになる働き方を提
案してきたアクトインターナショナルスクールならではの、誰も
教えてくれない個人サロンの経営ノウハウをぎゅっと詰め込んだ
一冊です。「転ばぬ先の魔法の杖」「成功のための実践ノウハ
ウ」「なんでもＱ＆Ａ」など、開業前に知っておきたい内容満載。
サロンを開業したい方、サロンの業績をもっと上げたい方はもち
ろん、個人事業をはじめてみたい男性にもおすすめします。
■スクールでもAmazonアマゾン（インターネット）でもご購入できます。
Amazonでレビューを投稿いただけましたら幸いです。

Information 旬の講座
4/12〜 サロンオーナーズクラブ SeasonⅡ
サロン開業でやりがいと収入、自分に合ったライフ
スタイルを手に入れよう！「サロン開業塾」で勉強
したことを自分のサロンの中で実践し、成功させて
いくための定期勉強会です。
■日程 4/12（火）7/13（水）10/14（金）1/27（木）
■時間 １０時〜1３時
■年会費18,000円
■対象者 サロン開業塾受講者もしくは理事長個人面談を6時間以上
受けた方且つ認定エステティシャンもしくはアロマセラピスト取得者

3/5〜 スウェディッシュボディコース
約200年の歴史を持つ全てのオイルマッサージの原型にあたるス
ウェーデン式マッサージ。
ソフトとハードの手技が交わったトリートメントで筋肉疲労や凝り、
むくみなどを解決します。
■日程 3/5〜5/7 （全9回・土曜日）
■時間 10時〜17時30分
■受講料 248,000円

5/28〜 ＩＦＡセラピストコース
マルグリットモーリーの意思を受け継ぐ、本場の英国式
ホリスティックアロマセラピーを学ぶ。個人処方箋と呼
んだその人だけのブレンド。ホリスティック、メディカ
ル、プロフェッショナルの3つの柱をもつ真のアロマセ
ラピストを目指します。
■日程
■時間

5/28〜2012..3/17（理論全12回・実技全15回・土曜日）
理論10時〜17時・実技10時〜17時30分

4/15〜 食育 ビューティアドバイザー
健康と食の真実を学ぶ。
机上の栄養学ではなく、食べ物を本質でとらえるた
めの理論や日本人の体質に合った食事方法を学びま
す。
■日程 4/15 5/20 6/24
■時間 １０時〜1７時
■受講料 78,750円
■試験料・認定料10,500円

（金）

4/22〜 上級カウンセリング
セラピストとして成功するためには、お客様の望む結果を確実に出すこ
とです。その為にお客様のことをしりつくし、肌質や体質を診断し、
ホームケアを含めた最適な提案をすることが必要です。現場で使えるリ
アルなノウハウを伝授します。
①プロとして信頼される自己演出
②上級カウンセリングとタイプ別診断
③タイプ別ビューティプランニング＆プレゼンテーション
④実践まとめ講座
■日程 4/22 5/13 6/3 6/17 7/8 7/22 8/19 9/16
■受講料（8日間） 生徒価格168,000円一般226,000円
■受講資格 本校認定エステティシャン、認定フェイシャル、
認定アロマセラピスト受講者、修了者

4/２６〜 上級ボディ
（ホルモンバランス+ボディスリミング）
女性ホルモンを知ると女性は生きやすくなる！女性
ホルモンを制す者は美容を制す！
リバウンドしないダイエットを実現するには！
結果がすぐに出る技術・機械、商材を組み合わせた
トリートメントテクニックを学びます。
■日程
ホルモンバランス講座 4/26 5/17 5/24 5/31
ボディスリミング講座 6/14 6/21 6/28 7/5
■時間 10時〜17時30分
■受講料（8日間）生徒価格168,000円一般280,000円
■受講資格 アロマセラピスト（実技）もしくは認定エステティシャ
ンコース受講者・修了者

5/27〜 アロマ空間コーディネーター
30種類以上のプロのブレンドオイルを学び、声
優自体の特徴はもちろん空間における香りの広が
り方や存在感、香りの持つイメージ、カラーテー
マを学び、ベスタな空間演出ができるようになり
ます。
■日程
5/27（金）6/6（月）7/1（金）7/11（月）
■時間 １０時〜1７時
■受講料 120,000円、教材費30,000円

Information
無料オープンキャンパス
入学を迷っているならまずはオープンキャンパスにど
うぞ。参加者には受講料の割引もあり！ご予約の上、
どうぞお気軽にご参加下さい。
＜日程＞
3/ 1 （火）10:00〜13:00
3/ 3 （木）13:00〜16:00
3/ 8 （火）10:00〜13:00
3/11（金）13:00〜16:00
3/12（土）13:00〜16:00
3/16（水）10:00〜13:00
3/18（金）13:00〜16:00
3/19（土）13:00〜16:00
3/26（土）13:00〜16:00
3/30（水）10:00〜13:00
4 / 1（金）10:00〜13:00
4/ 6（水）10:00〜13:00
4/13（水）13:00〜16:00

4/19（金）13:00〜16:00
4/26（火）13:00〜16:00
5/ 6（金）13:00〜16:00
5/11（水）13:00〜16:00
5/23（月）13:00〜16:00
5/28（土）10:00〜13:00
6/ 1（水）13:00〜16:00
6/ 7（金）13:00〜16:00
6/11（土） 10:00〜13:00
6/17（金） 13:00〜16:00
6/24（金） 13:00〜16:00
6/25（土） 10:00〜13:00
6/27（水） 13:00〜16:00

アロマテラピーの楽しみ方、奥深さをご理解いた
だけるとても楽しいレッスン！

１DAYアロマ体験レッスン
３/３（木）スプリングＨＡＰPYアロマスプレー
3/11（金）花粉症撃退 アロマスティック
3/12（土）スプリングＨＡＰPYアロマスプレー
3/18（金）リラックスアロマバスソルト
3/26（土）花粉症撃退 アロマスティック
4/13（水）春のインテリアアロマスプレー
4/19（火）HAPPYアロマスプレー
4/26（火）ドライブアロマスプレー
5/ 6（金）リラックスアロマバスソルト
5/11（水）初夏のインテリアアロマスプレー
5/21（土） HAPPYアロマスプレー
5/23（月）リラックスアロマバスソルト
6/ 1（水） HAPPYアロマスプレー
６/ 7（火）じめじめ梅雨対策アロマスプレー
6/17（金） HAPPYアロマスプレー
6/24（金）夏のインテリアアロマスプレー

独立・開業を成功させるアロマのプロを目指す方へ

ＩＦＡ国際アロマセラピストコース説明会
アクトインターナショナルスクールは、２０１０年、静岡
唯一のＩＦＡ国際アロマセラピスト連盟認定校となりまし
た。英国でアロマテラピーを学んだ校長がずっと願ってき
た、６0種類の精油を使いこなし、ホリスティックな観点
から結果を導く国際レベルのアロマセラピストを育成しま
す。ご興味をお持ちの方は、まずは説明会にお越し下さい。
日 程： 2/26（土）１８：３０〜２０：００
対 象：どなたでもＯＫ
定 員：各回２０名様
■ご都合の合わない方は個別にても承ります。

４月生募集中！

詳しくはお問合せ下さい

■アロマテラピーアドバイザーコース
・土曜日4/2〜（全４回 ）
・木曜日4/７〜（全２回 ）
■アロマテラピーインストラクターコース
・木曜日4/21〜（全8回 ）
・土曜日5/14〜（全８回）
■アロマセラピストコース
・理論 木曜日6/30〜（全４回）
・実技 水曜日4/20〜（全10回）
■フェイシャルエステティシャンコース
・月曜日4/18〜（全10回）
■認定エステティシャンコース
・月曜日4/18〜（全20回）
■スウェディッシュボディコース
・木曜日4/21〜（全10回）

News
星空と香りを楽しむコラボレーションイベントが今年も開催されます！
リラクゼーションプラネタリウム

“銀河鉄道の夜”

毎年大好評の「プラネタリウムの星空」と「アロマテラピー」のコラボレーションイベントが今年も開催され
ます！今回は大人気のプラネタリウム作品「銀河鉄道の夜」をご覧頂きながら、その映像からイメージされた
香りをお楽しみいただきます。星空の美しい映像・アロマに包まれて、ゆったりとした時間をお過ごしくださ
い。1回のみのスペシャルプログラムですのでどうぞお見逃しなく。
毎回満席の人気イベントですので、お早めにお申し込み下さい。
日 時 ：２０１１年3月19日（土）19:00〜20:00
会 場 ：ディスカバリーパーク焼津・プラネタリウム
対 象 ：16歳以上
※中学生以下のお子様のご入場はご遠慮下さい。
入場料 ：１０００円
お申込 ：ディスカバリーパーク焼津までお願いします。
ＴＥＬ：０５４−６２５−０８００
主 催 ：ディスカバリーパーク焼津
香り演出：アクトインターナショナルスクール

